
 

様式第３号 

会  議  録 

会議の名称 令和３年度 第２回朝霞市スポーツ推進審議会 

開 催 日 時 令和３年１１月９日（火）午後２時００分～午後２時４０分  

開 催 場 所 中央公民館・コミュニティセンター 第１・第２集会室 

出 席 者 

・委員：１１人 

石原会長、渋谷副会長、馬場委員、塩味委員、鈴木（静）委員、椎橋委員、

松尾委員、奥山委員、齋藤委員，筒井委員、田中委員 

・部長及び事務局等：６人 

神頭生涯学習部長、菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長、渡邉

同課長補佐、西田同課スポーツ係長、伊藤同課同係主任、伴仲同課同係主

事 

会 議 内 容 

１．令和３年度上半期 生涯学習・スポーツ課 スポーツ係事業報告 

２．朝霞市立総合体育館使用料等の改定（案）について  

３．その他 

会 議 資 料 

・会議次第 

・（資料１）令和３年度上半期 生涯学習・スポーツ課 スポーツ係事業報告 

会 議 録 の 

作 成 方 法 

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

□要点記録 

□電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こした

場合の当該電磁的記録の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 

議長による確認・署名         

そ の 他 の 

必 要 事 項 
傍聴者０人 



 

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

＜開会＞ 

・司会：事務局（西田係長） 

・会議の公開・傍聴者の確認について：事務局（西田係長） 

・開会のあいさつ：議長（石原会長） 

・委員の欠席・資料等の確認について：事務局（西田係長） 

 

＜議事＞ 

（１）令和３年度上半期 生涯学習・スポーツ課 スポーツ係事業報告について 

 

○議長（石原会長） 

それでは、早速ではございますが、議題に入りたいと思います。議題（１）令和３年

度上半期 生涯学習・スポーツ課 スポーツ係の事業報告について、事務局に説明を求

めます。 

 

○事務局（伊藤主任） 

それでは、議題（１）令和３年度上半期 生涯学習・スポーツ課 スポーツ係の事業報

告について説明します。 

 資料１をご覧ください。上から事業ごとに簡単に説明いたします。 

 第２５回 朝霞市民ウォークラリー大会は、４月１８日（日）に副題として、「東京２

０２０オリンピック・パラリンピックを感じて朝霞の街を歩こう！」と題し、中央公民

館を基点に周辺約５ｋｍのコースで、１４チーム４８名の方に参加をいただき、好評の

うちに終了することができました。 

 次に、市民スポーツ教室について説明します。 

 パラリンピック競技のボッチャ体験教室を８月２０日（金）に、午後６時から西朝霞

公民館で１４名の方に参加をいただき、朝霞市スポーツ推進委員連絡協議会と、埼玉県

ボッチャ協会の方に講師を依頼して開催しました。参加者からは、見ているよりずっと

難しかった、定期的に継続して行いたい、等の感想をいただき、参加者のほぼ全員が満

足された様子でした。 

 次に、小学生スポーツ教室について説明します。 

 ミニテニス教室は、８月３日（火）から５日（木）の午前中の３日間、小学５年生と 



 

６年生を対象に、朝霞第七小学校の体育館で開催しました。例年、小学４年生から６年

生を対象としていましたが、小学５・６年生に変更して定員を減らす等、感染対策を講

じたうえで開催しました。ミニテニスを初めて体験した参加者も３日目の最終日には、

試合ができるまで上達し、ゲームを楽しんでいる様子でした。 

 なぎなた教室は、８月１１日（水）から１３日（金）の午前中の３日間にわたって、

小学４年生から６年生を対象に、総合体育館のサブアリーナで開催する予定でしたが、

総合体育館が集団ワクチン接種会場として使用することになり、代替場所の確保が出来

なくなったため、中止となりました。 

 次に、オリンピック・パラリンピック事業では、ボッチャやビームライフル等を多く

の方に体験していただく、おもてなしイベントを総合体育館のメインアリーナで開催す

る予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。 

 次に、溝沼子どもプールについて説明いたします。 

例年、７月の第２土曜日から９月の第１日曜日まで、未就学児と小学生を対象に開場

していますが、今年は、７月１０日（土）から９月５日（日）までの５８日間にわたっ

て開場しました。開場前に設備点検を行ったところ、滝のプールの濾過装置の故障が判

明したため、滝のプールを閉鎖して、半分の規模で開場しました。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、利用者を朝霞市在住の方に限定し、開

場時間も午前の部と午後の部の２部制とし、利用人数を各部とも１００名、１日最大２

００名に制限しました。受付も平日は先着順とし、土日祝日とお盆期間中は、混雑が予

想されるため、メールで事前申し込み制にする等、受付方法を変更しました。なお、定

員を超える申し込みがあったため、抽選をして利用者を決定しました。 

 開場期間中は、安全管理マニュアルを基に監視員の配置や、滞りなく運営されている

か等、職員が毎日巡回して確認を行いました。また、利用者が安全安心に利用していた

だけるように、トイレや更衣室等の共用場所の消毒を徹底して行った結果、新型コロナ

ウイルスの感染者の発生もなく、無事に事故なく閉場することができました。 

 次に、第６６回朝霞市民総合体育大会市民体育祭について説明いたします。 

 市民体育祭は、１０月１０日（日）に開催する予定で準備を進めてきましたが、８月

２４日の主催者・主管者会議で協議した結果、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

参加者の健康と安全を最優先に考え、中止となりました。 

 例年、市民体育祭の中で行われていた市民体育賞表彰式は、規模を縮小し、消毒や検

温、ホール内の換気等、感染防止対策を講じて、１０月２４日（日）に中央公民館・コ



 

ミュニティセンター３階ホールで行われました。 

 当日は、体育功労賞は１１名、優秀選手賞個人の部は１８名、団体の部は５団体１０

名、地区功労賞は６名の方が出席され、観客席から受賞を祝う盛大な拍手をいただき、

賑やかな表彰式となりました。 

 次に、第６０回朝霞市ロードレース大会について説明いたします。 

 例年同様、１１月２３日（火）に開催する予定でしたが、朝霞市体育協会と朝霞市陸

上競技協会で協議した結果、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加者の健康と

安全を最優先に考え、中止となりました。 

 次に、開放事業について説明いたします。 

 学校体育施設開放事業は、市内各小・中学校１５校の協力の下、学校教育で使用しな

い時間帯の学校体育施設を、市内在住者及び在勤者１０名以上で登録したスポーツ・レ

クリエーション団体へ開放を行っており、学校ごとに貸し出しの曜日、時間帯を定めて

実施しています。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、検温やマスクの着用等、利用団体に取

り組んでいただくためのチェックシートを作成し、３密、換気、消毒等の感染対策の徹

底を利用団体にお願いしています。なお、まん延防止等重点措置と緊急事態宣言発令期

間中は、午後８時まで開放時間の短縮を行いましたが、現在は通常の利用時間の開放を

行っています。 

 陸上競技場個人無料開放事業は、毎週火曜日と第２・第４土曜日に実施しています。

まん延防止等重点措置と緊急事態宣言発令期間中は、感染拡大防止の観点から、利用者

を朝霞市内在住、在学、在勤の方のみに限定し、陸上は１１０名、球技は最大６４名の

人数制限等の条件のもと、午後８時まで開放を行っていましたが、現在は利用条件等を

撤廃し、通常の利用時間の開放を行っています。 

 最後に、総合体育館個人無料開放事業は、総合体育館が集団ワクチン接種会場として

使用していたため、個人開放を中止していましたが、ワクチン接種が順調に進んでおり、

集団接種会場を閉鎖することになったため、１２月１５日より個人開放を再開する予定 

となっています。議題（１）の説明は以上でございます。 

 

○議長（石原会長） 

ただいま、事務局から議題（１）の説明がありましたが、意見、質問等ございますか。 

 



 

○（齋藤委員） 

 質問ではないのですが、大変良かったと思います。オリンピック・パラリンピック事

業のおもてなしイベントは、コロナ対策で実施できなかったわけでありましたけど、事

務局からもお話がありましたけれど、保育園や幼稚園、小学生などの子供達が、シンボ

ルロードですか、絵画や朝顔だとか、手紙だとかの展示がなされてていて、子供達の意

識の中にも、市に対する取り組みの気持ちがかなり残ったと思うし、市民の方があそこ

で写真を撮ったり、いろんな面において、こういう風にやってくれているんだと、良い

展開だったと思っています。ああいう風に、できなかった場合に対策してこうやってい

くんだという工夫、それから、オリ・パラ室やみどり公園課が連携してやっていただい

たことが、大変良かったなぁと思っています。非常に感心しています。 

 

○議長（石原会長） 

他に何か、意見、質問ございますか。 

 

○（塩味委員） 

 総合体育館の個人開放で、１２月１５日から開放予定と書いてあるんですけど、噂で

しか聞いていないのですが、第３回目の接種が始まるということを聞いていると思うん

ですけど、その時は、総合体育館は接種会場にならないという判断でよろしいのでしょ

うか。それともまだ、決まっていないのでしょうか。 

 

○（神頭生涯学習部長） 

 お答えさせていただきます。現段階では、３回目の接種会場、市町村が関与するかど

うか、国の方針がまだ決定していない状況でございます。現在、そういった状況下で、     

市の方も対応に動いている状況でございますが、３回目の接種の時期については、４月

以降と報道等で出ていますので、万一、市の方で対応するということになれば、候補施

設としては、現在行っております、総合体育館、朝霞市産業文化センターの２施設でや

っておりますので、検討施設の案が出るかと思っておりますので。また、そういった情

報が決まりましたら、ご報告させていただきます。以上です。 

 

（２）朝霞市立総合体育館使用料等の改定（案）について 

 



 

○議長（石原会長） 

次に、議題（２）朝霞市立総合体育館使用料等の改定（案）について、事務局に説明

を求めます。 

 

○事務局（菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長） 

それでは説明させていただきます。まず、使用料を改定する理由でございますが、平

成２２年に朝霞市公共施設使用料見直しに関する基本方針により、改定に関する方針が

示され、その時は改定はございませんでした。その後、令和元年に使用料・手数料の見

直し方針が提示されまして、こちらには、公共施設の改修または提供するサービスの変

更等を行った場合に見直していくことを定められており、ご承知のとおり、総合体育館

については、利便性の向上に向けた大規模改修を実施させていただきまして、令和２年

度内に工事が完了しました。基本方針に基づき算定を行って、使用料の改定を行うもの

です。 

次に、概要につきまして申し上げます。まず、使用料の改定につきましてですが、１

点目については専用使用料です。団体の皆さんが使用されます、専用使用料でございま

して、メインアリーナとサブアリーナの専用使用料です。方針に従って算定しましたと

ころ、メインアリーナとサブアリーナは現行使用料の約２．７倍から４倍程度になりま

した。朝霞市の基本方針には、軽減措置として、現行の１．５倍を上限とするというこ

とが示されています。それに伴いまして、今回、措置を適用させていただきますと、改

定率を１．５倍としました。そうしますと、メインアリーナが６，３００円、サブアリ

ーナが３，０００円となります。夜間区分につきましてはですね、これまで照明施設使

用料相当分が含まれていましたので、今後は、照明施設使用料として新たに徴収させて

いただくことにしました。これによりますと、夜間区分は、メインアリーナが７，４０

０円、サブアリーナが３，５００円となります。 

 続きまして、２点目は専用使用料の会議室です。会議室につきましては、照明施設を

ＬＥＤ化にさせていただきました。それにつきまして、電気料等を含めて算定させてい

ただいたところ、午前は１区分３時間、午後は２区分各３時間で７００円です。夜間区

分は３．５時間で８００円とさせていただきます。これによって現行の使用料と比較し

ますと、午前と午後は、現行の約１．４倍、夜間は現行の０．８倍となります。ここで

何故、夜間は０．８倍になるかといいますと、夜間区分につきましては、現行では、午

前及び午後と比較して高い設定となっていました。改定後は、１時間当たりの単価を全



 

部同じにしまして、同額に設定にしました。これによって、夜間区分は、減額となりま

す。 

 続きまして、３点目は個人使用料についてです。個人使用料は、ご案内のとおり、ト

レーニング室、２階のランニングコース、メインアリーナの個人開放、団体専用じゃな

い時の個人利用料です。まとめて算定しますと、現行の１．５倍となります。軽減措置

を適用しまして、改定率を１．５倍にして改定しますと、一般と高校生は１５０円、現

行は１００円です。中学生以下は半分の７０円、市外料金は、大人と子どもを一緒に２

倍の３００円とさせていただきました。 

 続いて、４点目は照明施設使用料です。これは、メインアリーナとサブアリーナにつ

いていただいているものです。これにつきましては、新たに夜間区分についても新たに

徴収することにします。夜間は、３．５時間というかたちになります。そのため今、１

時間いくらと設定させていただいておりましたが、３０分当たりいくらと改めさせてい

ただきます。算定につきましては、照明施設のＬＥＤ化に伴う電気料見込額、ＬＥＤ照

明施設の設置に係る工事費用の減価償却費を算定させていただきまして、全面の２分の

１灯、通常２分の１灯で使用していただいていますので、メインアリーナは、現行の１

時間当たりでは、１，５００円から５００円に、サブアリーナは現行の５００円から２

００円に改定させていただきます。これにより、メインアリーナは、現行の０．３３倍、

サブアリーナは現行の０．４倍になります。これは、ＬＥＤ化にしますと電気料が、相

当減ったということがあげられます。 

 続きまして、使用区分の変更についてです。現行では、午前と午後、午後と夜間の間

に１時間の何も使用しない予備時間を設けています。これをたくさんの市民の方に利用

していただきたいということで、予備時間を廃止させていただきまして、午後の時間を

３時間の２区分にします。現行では、１日３区分の合計１０．５時間だったものを、１

日４区分の１２．５時間ということで、２時間の使用時間の増加が図られます。 

 続いて、施設付属設備使用料の変更でございます。こちらはですね、２点ございまし

て、利用者からの要望が多数ございまして、ビデオプロジェクター一式１，０００円、

それからアンプセットですね一式５００円。体育館で大会とかでお使いになられるビデ

オプロジェクターとスピーカーをですね、お使いになられたいというご要望にお応えし

まして、新規に追加いたしました。金額につきましては、産業文化センターと市民セン

ターとの同額で設定いたしました。 

 ２点目は、県内の自治体の付属設備使用料を調べますと、机と椅子を無料にしている



 

自治体がございます。現行では、長机を１脚５０円、椅子を１脚５０円とそれぞれいた

だいておりましたが、無料とさせていただきまして、大会とかでご自由にお使いいただ

くと、改定をさせていただきます。つたない説明で大変恐縮ですが、私の説明は以上で

す。 

 

○議長（石原会長） 

ただいまの使用料の改定の説明について、何か意見、質問ございますか。 

 

○（渋谷委員） 

増額もあるが、減額もあると思いますが、これをやった時に、もともとは総合体育館

が大規模改修をやったんで、基本方針に基づいてやるということ。つまりイメージ的に

は、金がかかったから、少しは回収したいよというふうに聞こえたんですよ。説明の中

では、増えるものもあれば、減るものもあるということで、実際、これを１年間シュミ

レーションをした場合、増えるのか減るのか、分かりますか。大規模改修をしたんだけ

ど、これがどうなったのか、見えないんだけど。 

 

○事務局（渡邉課長補佐） 

試算をさせていただいたところでは、年間を通じて４８０万円程度が増額になります。 

 

○（渋谷委員） 

 その程度ですか。あんまり変わらないんですね。ありがとうごいました。 

 

○（神頭生涯学習部長） 

 時間枠を増やしていますので。時間枠を増やしたのが大きな要因です。 

 

○（渋谷委員） 

 今までやっていた料金が、そんなに増減があって変わらないんですね。 

 

○議長（石原会長） 

他に何か意見、質問ございますか。 

 



 

○（筒井委員） 

 筒井ですけど。使用区分の変更の件ですけど、間の時間がなくなるということで、私

も野球でいろいろ参加しているんですけど、運動場の方は、以前から２時間、２時間、

２時間という区分で、野球の人達では１５分ぐらい前には全て終わって、整備をしてい

るということをやっているんで、このへん時間いっぱい使用されてしまうと、次のとこ

ろに上手く引き継がれないと思いますので、貸し出しをする時に、１０分前、１５分前

に終わるようなことを、検討していただければ、トラブルがなくてできると思いますの

で、ぜひ、よろしくお願いします。 

 

○議長（石原会長） 

他に何か伺いたい事ございますか。 

 

○（塩味委員） 

 今の話、４分割の話ですが、これは実際に使用した人達からの意見を調べてはいない

んですか。ようするに、４つにこういう風にすれば、使いやすいだろうということで、

決めたという判断ですよね。今まで３分割から１時間ずつ、プラス２時間になるから、

それを４つに分けたという計算上の考え方ですね。現実問題というと、今まで９時から

１２時、１時から５時、６時から９時。例えば、午後を使っている人達が、１時から５

時まで使いたいと。それを考えると、今度は１２時から３時、３時から６時までの２つ

借りないと、今までと同じ状態のように使えなくなる。ということは、今回の料金改定

に伴って、午前中は変わらないですけどね、２，１００円×３時間で６，３００円。確

かに上がったことは上がったんだけど。例えば、サブアリーナなんかですと、午前中が

２，０００円で、午後の１で３，０００円、プラス午後の２で３，０００円、６，００

０円プラス電気料金がかかる。まぁ、３時間で借りるのをやめますよという考え方でし

たらいいんですけど。その辺のことは、良いことは良いですけど。ただ、そこの部分だ

け取ると、少し考える人がいるんじゃないかと思うんだけどね。４分割にしたことによ

って。 

 

○事務局（菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長） 

 ご指摘、ありがとうございます。何故、これをやりましたという事ですが、指定管理

者の公社と協議したところ、やはり午後は、現行であれば、１時から５時までの４時間



 

は、ちょっとお使いになるには、長いという部分もあるということで。お子さんの団体

ですと、例えば学校からお帰りになると３時ぐらいとか４時くらいになるため、どちら

かというと分割した方が良いんじゃないかと声をいただいています。今、塩味委員から

いただいたように、４時間しか使わないのに、３・３の６時間の２時間分多いという逆

の面があります。どちらかというと、たくさんの方に利用していただきたいということ

で、４分割にさせていただいたところです。ちなみに、照明施設使用料は、使った分の

みいただきますので。 

 

○（塩味委員） 

 今の話の中で、私が知りたかったことは、今の話の中で分かったんだけど、現場の人

達の考え方を参考にしたかどうかということで、他の人達の情報を得た形でこういうふ

うにしたという考え方で、私の方も理解できましたので。ありがとうございました。 

 

（３）その他について 

 

○議長（石原会長） 

最後に議題（３）その他として、事務局から何かございますか。 

 

○事務局（西田係長） 

 今年度につきましては、２回の審議会ということで、今回で終了の予定で考えていま

す。以上です。 

 

○議長（石原会長） 

 皆さんの中で何かございますか。よろしいですか。 

以上で、本日の議題はすべて終了とさせていただきます。皆様のご協力に感謝を申し

上げ、議長の任を解かせていただきます。大変、ご協力ありがとうございました。 

 

＜閉会＞ 

○司会（西田係長） 

石原会長、ありがとうございました。会議を終了する前に、本日の会議録の承認につ

いては、後日、石原会長にお願いしたいと思います。 



 

 以上をもちまして、令和３年度 第２回朝霞市スポーツ推進審議会を終了させていただ

きます。ありがとうございました。 

 


